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国債店頭取引清算業務におけるリスク管理制度の見直しについて 

平成２６年 ３月２０日 

株式会社日本証券クリアリング機構 

Ⅰ．趣旨 

現在、当社は、国債店頭取引清算業務において清算参加者の破綻に伴う損失が発生した場合、破綻清算参加者から預託を受けた当初証拠金等によってその損

失を補填する制度を基本としつつ、万が一不足が生じる場合には、原取引の相手方に対し事後的に損失の負担を求める等、破綻清算参加者以外の清算参加者が

損失を補填するリスク管理制度を構築している。 

この国債店頭取引に係るリスク管理制度について、CPSS/IOSCOの「金融市場インフラのための原則」（FMI原則）などの国際的な規制の内容を踏まえたものと

すべく、当初証拠金の計算方法等を見直すとともに、極端であるが現実に起こりうる市場環境において清算参加者が破綻した場合に想定される損失をカバーす

るための事前拠出型の財務資源である清算基金制度を導入し、併せて破綻清算参加者以外による損失負担の具体的な方法について見直しを行う等、所要の制度

改正を行い、当社の国際競争力の強化を図るものとする。 

 

Ⅱ．概要 

項目 内容 備考 

１．当初証拠金の計

算方法等の見直し 

  

（１）時価変動リス

クファクターの計

算方法等の変更 

 

・清算参加者の破綻に伴う損失をカバーする当初証拠金について、より高い

信頼水準を確保するため、当初証拠金の計算に用いる国債の再構築コスト

に係る銘柄別リスクファクター（以下「時価変動リスクファクター」とい

う。）の計算パラメーター及び設定値の変更ルールを、以下のとおり変更す

る。 

 

①時価変動リスク

ファクターの計算

パラメーター 

・時価変動リスクファクターは、以下のパラメーターに従い算出する。 

（ⅰ）信頼区間２．３３σ（片側信頼水準９９％） 

（ⅱ）観測期間２５０営業日 

（ⅲ）保有期間３営業日 

・現行のパラメーターは以下のとおり。 

（ⅰ）信頼区間２σ（片側信頼水準９７．７％） 

（ⅱ）観測期間１２０営業日 

（ⅲ）保有期間１営業日 
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項目 内容 備考 

・保有期間３営業日は、Moving-Window 法に基づき計算す

る。 

②時価変動リスク

ファクター設定値

の変更ルール 

・時価変動リスクファクターは週次で見直すこととし、週の最終営業日の前

営業日の計算値を次週の設定値とする。  

・具体的には、毎週最終営業日の前営業日の計算値に基づき見直しを行い、

最終営業日に清算参加者に通知し、翌週第１営業日（第２営業日預託分）

より新しい設定値を適用する。 

・現行において、時価変動リスクファクター設定値を引き下げる場合、計算

値の１．５倍又は過去２年間の最大値を下限としているが、これを廃止す

る。 

・現行では、月次で、毎月末の計算値に基づき見直すこ

ととしている。 

・リスクファクターの設定値に変更がなかった場合でも

通知は行うものとする。 

 

   

（２）市場インパク

ト・チャージの導

入 

・当社は、清算参加者の破綻等に伴うポジション再構築時の取引執行コスト

相当額（以下「取引執行コスト相当額」という。）を算出し、当該取引執行

コスト相当額を市場インパクト・チャージとして、当初証拠金基礎所要額

の一要素として追加する。 

 

・当社は、以下の手順により取引執行コスト相当額を算出し、当該取引執行

コスト相当額を市場インパクト・チャージ所要額とする。（詳細は別紙１参

照） 

①基準スプレッドの設定 

アスク・ビッド・スプレッドのデータに基づき、銘柄ごとのポジション

規模に応じた評価時価からのかい離幅（基準スプレッド）を設定する。 

 

 

・ポジション再構築時の取引執行コスト相当額とは、市

場において従前と同一のポジションを再構築する際に

アスク・ビッド・スプレッド（売値と買値のかい離幅）

により生じると見込まれるコストをいう。 

 

・基準スプレッドの単位は bps とする。ただし、変動利

付国債の基準スプレッドの単位は円（かい離額）とす

る。 

 

・アスク・ビッド・スプレッドのデータは、財務省が指

定する「国債市場特別参加者」のうち、金融商品取引

業者である清算参加者に対するマーケットサーベイに

より取得する。 
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項目 内容 備考 

 

 

 

②銘柄ごとの取引執行コスト相当額の算出 

銘柄ごとの差引ポジション額の絶対値に、BPV（ベーシス・ポイント・バ

リュー）及び基準スプレッド（変動利付国債については基準スプレッド

のみ）を乗じた額を、銘柄ごとの取引執行コスト相当額とする。 

 

 

 

③各清算参加者の市場インパクト・チャージ所要額の算出 

各清算参加者の銘柄ごとの取引執行コスト相当額を合計した金額を当該

清算参加者の市場インパクト・チャージ所要額とする。 

 

・基準スプレッドの設定は、四半期に一度見直しを行う。 

・評価時価には、日本証券業協会の売買参考統計値を基

に当社が定めたものを用いる。 

 

・銘柄ごとの差引ポジション額とは、各銘柄のすべての

決済日における各清算参加者から当社への国債の引渡

債務と当社から当該清算参加者への国債の引渡債務

（いずれも額面ベース）を差引した額をいう。 

・BPV とは、金利が１bp 変動した場合における価格の変

化額を示す指標をいう。 

 

・複数のネッティング口座を有している清算参加者にお

いては、ネッティング口座ごとに市場インパクト・チ

ャージ所要額を算出する。 

・信託銀行が当初証拠金グループを設定している場合、

当初証拠金グループごとに市場インパクト・チャージ

所要額を算出する。 

   

（３）清算参加者の

信用状況に応じた

当初証拠金の割増

し 

・当社は、清算参加者の信用状況に鑑み当社が必要と認める場合には、信用

状況に応じて当初証拠金の割増しを行うことができることとする。 

・自己資本規制比率及び単体又は連結ソルベンシー・マージン比率を基準と

した当初証拠金所要額の割増しは廃止する。（別紙３参照） 

・当初証拠金基礎所要額と比較して純財産額等が過小となった場合の当初証

拠金所要額の割増率を変更する。（別紙３参照） 

・清算参加者の信用状況に応じた当初証拠金の割増しの

具体的な水準については、別紙２参照。 
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項目 内容 備考 

   

（４）相場変動時に

おける当初証拠金

の追加預託の取扱

い 

・相場変動時における当初証拠金の追加預託の発動基準、追加預託額の計算

基準及び時価変動リスクファクター等の臨時変更の適用日程を変更する。

（別紙４参照） 

 

 

   

２．清算基金制度の

導入 

  

（１）清算基金の目

的 

・当社が行う国債店頭取引清算業務に関し、清算参加者が預託する当初証拠

金でカバーされないリスクを担保するため、清算参加者に対し国債店頭取

引清算基金（以下「清算基金」という。）の預託を求めるものとする。 

 

   

（２）清算基金所要

額 

・清算基金所要額は、極端であるが現実に起こりうる市場環境下（ストレス

状態）において複数の清算参加者が破綻した場合に、当該破綻清算参加者

の預託する当初証拠金が不足することで発生する損失をカバーできる額と

する。 

・各清算参加者の清算基金所要額は、担保超過リスク額（清算参加者を含む

企業集団に他の清算参加者が含まれる場合には、当該他の清算参加者の担

保超過リスク額を合計した額。）が上位である２社の担保超過リスク額の合

計額を、各清算参加者の当初証拠金基礎所要額に応じて按分した額（当該

額が最低所要額に満たない場合は最低所要額）とする。なお、担保超過リ

スク額とは、ストレス状態において清算参加者が破綻した場合に想定され

る損失額のうち当初証拠金所要額を超える額をいう。（別紙５参照） 

 

・清算基金所要額の計算及び通知は、当社が行う。 

 

 

 

・最低所要額は１億円とする。 

・ストレス状態での清算参加者破綻時の損失額は、過去

の利回り曲線の変動データから主成分分析の手法によ

り抽出した利回り曲線変動の主要な構成要素と市場の

過去最も激しい変動の組合せ等により生成した１２通

りのストレスシナリオ（別紙６参照）において想定さ

れる最大の損失額とする。 

・複数のネッティング口座を有する清算参加者について
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項目 内容 備考 

は、当該複数のネッティング口座のポジションを通算

（ネッティング）した後のポジションに基づき担保超

過リスク額を算出する。 

・信託銀行である清算参加者については、信託口の担保

超過リスク額と、自己口の担保超過リスク額を分けて

算出する。 

・信託銀行が当初証拠金グループを設定している場合、

当初証拠金グループごとに担保超過リスク額を算出

し、同一信託銀行のすべての当初証拠金グループの担

保超過リスク額を合計した額を、当該信託銀行の信託

口の担保超過リスク額として適用する。 

・信託銀行の信託口の担保超過リスク額は、当該信託銀

行が企業集団に含まれる場合であっても、当該企業集

団に含まれる他の清算参加者の担保超過リスク額に合

算しない。 

   

（３）清算基金の預

託 

・清算基金所要額は、毎週の最終営業日の前営業日に算出を行う。 

・清算基金預託額に不足が生じた場合には、不足が生じた日（算出日）の翌

営業日の午前１１時までに預託を行うものとする。 

・清算基金については、現金のほか、その全額について代用国債による預託

を可能とする。 

 

 

 

・代用国債については、価格変動を踏まえた掛け目を設

定する。 

   

３．損失補填制度の

見直し 
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項目 内容 備考 

（１）非破綻清算参

加者による損失負

担方法の区分等 

・清算参加者の破綻による損失の非破綻清算参加者による負担方法は、以下

のとおり区分する。 

①信託銀行の信託口：破綻清算参加者との取引の割合（以下「原取引割合」

という。）に応じて破綻による損失を負担する方式（以下「原取引按分方

式」という。） 

 

 

 

②信託銀行以外の清算参加者及び信託銀行の自己口：清算基金所要額の総

額における各清算参加者の清算基金所要額が占める割合（以下「清算基

金割合」という。）に応じて破綻による損失を負担する方式（以下「清算

基金所要額按分方式」という。） 

・原取引按分方式及び清算基金所要額按分方式における損失負担は以下のと

おり行うものとする。 

①按分方式ごとの損失負担額の割当て 

原取引按分方式については取引全体に対する原取引按分方式の原取引割

合に応じて、清算基金所要額按分方式については原取引按分方式の原取

引割合を差し引いた残りの割合に応じて、損失負担額をそれぞれ割り当

てる。 

②各方式における各清算参加者の損失負担額の割当て 

原取引按分方式が適用される清算参加者（以下「原取引按分清算参加者」

という。）の損失負担額は、①において原取引按分方式に割り当てられた

金額を、各清算参加者の原取引割合に応じて、それぞれ割り当てた額と

する。 

・清算参加者の損失負担方法は固定とし、変更すること

はできない。 

・信託勘定取引は、取引相手のリスク管理を自ら行う委

託者の指図に基づいて信託銀行が行う取引であること

から、当該取引により発生する損失について信託財産

が負担する方式（原取引按分方式）を適用する。 

・原取引割合は、当社が引き受けた債務の額の合計額（グ

ロス）により定まる。 

 

 

 

 

・損失負担方法の具体例については、別紙７参照。 
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項目 内容 備考 

清算基金所要額按分方式が適用される清算参加者（以下「清算基金所要

額按分清算参加者」という。）の損失負担額は、①において清算基金所要

額按分方式に割り当てられた金額を、各清算参加者の清算基金所要額の

割合に応じて、それぞれ割り当てた額とする。 

   

（２）損失補填の財

源 

・当社の破綻によるシステミック・リスクの発生を回避するため、清算参加

者の破綻により当社に発生する損失については、次の順位により補填する

ものとする。 

（第１順位）破綻清算参加者の証拠金・清算基金等 

（第２順位）当社による負担 

（第３順位）非破綻清算参加者の清算基金及び当社による負担 

（第４順位）非破綻清算参加者による特別清算料（事後拠出） 

（第５順位）原取引按分清算参加者による清算基金（第 3 順位未負担額）及

び当社による負担 

（第６順位）原取引按分清算参加者による特別清算料（第４順位未負担額） 

（第７順位）変動証拠金等の勝ち方清算参加者による特別清算料（事後拠出） 

 

 

 

 

 

 

・按分方式別の損失補填については、別紙８参照。 

 

 

・第３順位のうち、原取引按分清算参加者の損失負担額

は原取引割合に応じた額とし、清算基金所要額按分清

算参加者の損失負担額は各清算参加者の清算基金所要

額の割合に応じた額とする。なお、第３順位における

各清算参加者の損失負担額は、各清算参加者の清算基

金所要額を限度とする。 

・第３順位及び第５順位における当社による負担は、非

破綻清算参加者の清算基金所要額の総額に対する負担

割合と同じ割合で行う。 

・第４順位の特別清算料（事後拠出）について、原取引

按分清算参加者の損失負担額は原取引割合に応じた額

とし、負担の上限は設けないものとする。また、清算

基金所要額按分清算参加者の損失負担額は各清算参加

者の清算基金所要額と同額を限度とする。 

・第６順位の原取引按分清算参加者による特別清算料は

各清算参加者の清算基金所要額から第４順位の特別清
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項目 内容 備考 

算料を差し引いた額を限度とする。 

・第７順位の変動証拠金等の勝ち方清算参加者とは、破

綻後における変動証拠金等の累計が勝ち方となってい

る清算参加者とする（以下同じ。）。 

・変動証拠金等とは、以下を合計した金額とする（以下

同じ。）。 

①当社と清算参加者との間で行う FOS 決済の決済金額

から、当初証拠金及び清算基金の代用国債に係る利金

を差し引いた金額 

②資金調達により決済が履行された取引について、当該

決済の履行を受けた清算参加者の当該取引に係る破

綻日以降の時価変動相当額 

   

（３）第３順位の非

破綻清算参加者の

清算基金による損

失負担の取扱い 

・清算参加者の破綻により発生した損失に係る非破綻清算参加者の負担額（総

額）を原取引割合に応じて原取引按分方式及び清算基金所要額按分方式の

２方式にそれぞれ割り当てた上で、原取引按分清算参加者は原取引割合に

応じた額を、清算基金所要額按分清算参加者は、各清算参加者の清算基金

所要額により按分した額を負担する。 

・非破綻清算参加者の清算基金による損失負担は、最初の破綻から３０日を

経過するまでの期間（当該期間中に他の破綻が発生した場合には、当該他

の破綻から３０日を経過するまでの期間とし、延長後の期間中に発生する

破綻についても同様とする。以下「上限設定期間」という。）に発生した破

綻について、最初の破綻発生時における各清算参加者の清算基金所要額を

限度として行う。 

・３．（１）参照。 
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項目 内容 備考 

・清算基金による損失負担が行われた場合には、上限設定期間の終了時に、

その時点の清算基金所要額まで預託額を回復させる。（別紙９参照） 

   

（４）第４順位の非

破綻清算参加者の

特別清算料による

損失負担の取扱い 

・清算参加者の破綻により当社に発生する損失が第１順位から第３順位まで

の損失補填財源を超過した場合には、非破綻清算参加者の特別清算料（事

後拠出）で損失を補填する。 

・非破綻清算参加者のうち、各清算基金所要額按分清算参加者の特別清算料

は、各清算基金所要額按分清算参加者の清算基金所要額により按分した額

とし、上限設定期間に発生した破綻について、最初の破綻発生時における

各非破綻清算参加者の清算基金所要額を限度とする。 

・原取引按分清算参加者については、上限設定期間にかかわらず、破綻発生

の都度、原取引割合に応じた特別清算料による負担を行うものとし、負担

額に限度は設けないものとする。 

・３．（１）参照。 

 

 

 

   

（５）第５順位及び

第６順位の原取引

按分清算参加者に

よる損失負担の取

扱い 

・清算参加者の破綻により当社に発生する損失が第１順位から第４順位まで

の損失補填財源を超過した場合には、原取引按分清算参加者による負担で

損失を補填する。 

・原取引按分清算参加者が第３順位の補填にあたり、原取引割合に応じた負

担額が清算基金所要額を下回った場合には、清算基金所要額と原取引割合

に応じた負担額の差額（以下「第３順位未負担額」という。）を第５順位の

損失補填財源と位置づける。 

・第５順位までの損失補填財源以上の損失が発生した場合において、原取引

按分清算参加者が第４位の補填にあたり、原取引割合に応じた負担額が清

算基金所要額を下回った場合には、清算基金所要額と原取引割合に応じた

 

 

 

・原取引按分清算参加者も清算基金所要額按分清算参加

者同様に、当社が算出した清算基金所要額について事

前拠出の義務が課せられている。 

 

・第６順位における各原取引按分清算参加者の特別清算

料は、上限設定期間に発生した破綻について、最初の

破綻発生時における各原取引按分清算参加者の清算基
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項目 内容 備考 

負担額の差額（以下「第４順位未負担額」という。）を第６順位の損失補填

財源と位置づける。 

・第３順位未負担額及び第４順位未負担額に係る原取引按分清算参加者間の

負担は、上位の損失補填財源の負担割合が低い原取引按分清算参加者から

順に負担するものとする。 

金所要額を限度とする。（３．（４）参照） 

   

（６）第７順位の変

動証拠金等の勝ち

方清算参加者によ

る損失負担の取扱

い 

・清算参加者の破綻により当社に発生する損失が第１順位から第６順位まで

の損失補填財源を超過した場合には、変動証拠金等の勝ち方清算参加者に

よる負担で損失を補填する。（別紙１０参照） 

・各変動証拠金等の勝ち方清算参加者による負担は、破綻日以降における各

変動証拠金等の勝ち方清算参加者の変動証拠金等の累計の勝ち分（以下「勝

ち分累計額」という。）に応じて按分した額とする。この場合において、各

変動証拠金等の勝ち方清算参加者の負担は、破綻後における破綻清算参加

者の変動証拠金等の累計の負け分を按分した額を限度とする。 

 

   

（７）上限設定期間

における担保預託 

・上限設定期間においては、最初の破綻発生時における清算基金所要額（損

失補填の財源として使用された金額がある場合には当該金額を除く。）を同

期間における清算基金所要額として適用する。 

・上限設定期間においては、日次での清算基金所要額の変動に基づいて算出

される金額を破綻時証拠金として、清算基金とは別に預託を求めるものと

する。破綻時証拠金の計算方法は、以下のとおり。（別紙１１参照） 

 

①破綻時証拠金の

計算方法 

・日次で計算される清算基金所要額を「計算上所要額」、破綻時証拠金を計算

する際に実際に用いられる金額を「適用所要額」とする（以下同じ。）。 

・当日の計算上所要額が前営業日の適用所要額と比べて増加した場合、当日
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項目 内容 備考 

の計算上所要額を当日の適用所要額とし、破綻日前営業日における適用所

要額からの増加額を破綻時証拠金の所要額とする。 

・当日の計算上所要額が前日の適用所要額と比べて減少した場合、前日の適

用所要額を当日の適用所要額とする。（この場合、破綻時証拠金の所要額は

前日から変わらない。） 

・上限設定期間の終了をもって破綻時証拠金の所要額をゼロとする。 

 

 

 

 

 

・上限設定期間の終了日の翌営業日において、上限設定

期間中に預託された破綻時証拠金を清算基金の預託額

に移換する。 

②破綻時証拠金の

預託 

・破綻時証拠金の預託額に不足が生じた場合には、不足が生じた日の翌営業

日の午前１１時までに預託を行うものとする。 

・破綻時証拠金の預託における取扱い（現金による預託、代用国債による預

託）については、当初証拠金と同様とする。 

 

 

   

（８）清算資格喪失

申請者の取扱い 

・清算資格の喪失申請をした清算参加者は、喪失申請から３０日経過した日

と未決済取引の決済（オークションに係る未決済取引の決済を含む。）が完

了する日のいずれか遅い時点で清算資格を喪失する。 

・ただし、上限設定期間中に喪失申請した場合、又は喪失申請から３０日経

過した日と決済完了のいずれか遅い時点までに破綻が発生した場合には、

上限設定期間の終了と決済完了のいずれか遅い時点で清算資格を喪失する

（別紙１２参照）。 

・清算資格の喪失を申請した清算参加者に対しては、清算資格喪失までに発

生した清算参加者の破綻に係る損失について、清算基金による負担（第３

順位及び第５順位）、特別清算料（第４順位及び第６順位）及び変動証拠金

等の勝ち方清算参加者による負担（第７順位）を求める。 

・現在、清算資格の喪失には当社の承認を要する。 
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項目 内容 備考 

   

４．決済不履行時の

処理スキームの見

直し 

  

（１）ポジションの

処理手続 

・清算参加者が破綻した場合、当社は以下のとおり破綻清算参加者のポジシ

ョンを処理するものとする。 

（ⅰ）破綻処理に協力する清算参加者の招集 

 （ⅱ）破綻清算参加者の未決済ポジション再構築のオークションの実施 

 （ⅲ）（オークション不成立時の）協議の実施 

 （ⅳ）（協議不成立時の）全清算参加者の全未決済銘柄に係る時価による一

括清算（ティアアップ）の実施 

・破綻処理に係る標準的なスケジュール例については、

別紙１３参照。 

 

   

（２）破綻処理に協

力する清算参加者 

・当社は、破綻処理に協力する清算参加者（以下「協力参加者」という。）５

社を指定し、協力参加者は１社あたり１名の人員の提供を行うものとする。 

・協力参加者の任期は１年間とする。 

・協力参加者である５社のうち、半年ごとに３社又は２社が任期を満了する

ものとし、任期を満了した当該清算参加者に代わり、後任として新たに協

力参加者を選任する。 

 

・当社は、国債市場特別参加者である金融商品取引業者

のうち、債務引受実績の上位８０％以上の清算参加者

を対象としたリスト（協力参加者リスト）を作成する

ものとし、当該リストより５社が協力参加者として選

任される。 

・任期を満了した清算参加者は、協力参加者リストから

抹消される。ただし、当該リストに記載された清算参

加者が５社に満たなくなった場合には、当社が当該リ

ストを新たに作成するものとする。 

   

（３）破綻管理委員

会 

・当社は協力参加者から提供された人員により、「破綻管理委員会」を設置す

る（常設）。当該委員会は、破綻清算参加者のポジション処理に関する当社

・破綻管理委員会を構成する人員は、破綻処理手続に係

る秘密保持義務を負うものとする。 
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項目 内容 備考 

の諮問機関と位置付ける。 

・破綻管理委員会を構成する人員は、破綻発生時にすみやかに集合し、オー

クションの対象となるバスケットの構成等に関する助言等、当社が必要と

認める行為を行う。 

・破綻管理委員会は平時において、清算参加者破綻時を

想定した訓練を立案・実施する。 

・訓練には協力参加者となり得るすべての清算参加者（第

二段階オークションに係る訓練については全清算参加

者）が参加するものとする。（４．（４）②参照） 

   

（４）ポジションの

オークションの実

施 

・破綻清算参加者が保有するポジションについては、以下のとおり、すみや

かにオークションを行う。 

 

①第一段階オーク

ション 

 

・当社は、破綻管理委員会の助言を踏まえ、破綻清算参加者のポジションの

銘柄属性等を勘案し、当該ポジションを複数のバスケットに分割し、当該

バスケットごとにオークションを行う。 

・第一段階オークションの入札対象者は、国債市場特別参加者である金融商

品取引業者のうち、債務引受実績の上位８０％以上の清算参加者とする。 

・入札対象者である清算参加者は、当社が提示する各バスケットの概要を踏

まえ、入札への参加を希望するバスケットを当社に申請する。 

・清算参加者は、当社に上記申請を行ったバスケットに係るオークションに

ついて、応札義務を負う。 

・オークションは、落札価格によって確定する損失がバスケットごとにあら

かじめ設定された損失補填財源を超えない額となった場合に成立するもの

とする。オークションが成立した場合には、落札清算参加者と当社との間

で、当該オークションに係るバスケットに相当する売買及び現金担保付債

券貸借取引が成立する。 

 

・破綻清算参加者のポジション内容に応じ、複数のバス

ケットに分割せず、一括でオークションを行うことも

可能とする。 

・協力参加者の入札への参加も可能とする。 

 

・清算参加者は、入札の対象となるバスケットの内容等

（当社が事前に提示する各バスケットの概要を含む。）

オークションに関する情報を漏らしてはならないもの

とする。 

・オークションにより成立する売買及び現金担保付債券

貸借取引については、当初証拠金所要額の計算対象と

する。 

・第一段階オークションにおける損失補填財源は、破綻

清算参加者の当初証拠金、清算基金及び当社の財源の

一部を合算した額とし、バスケットごとに按分するも
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項目 内容 備考 

 

 

 

 

 

・各オークションにつき、落札清算参加者は１社とする。最も高い価格を提

示した清算参加者が複数ある場合、抽選を行い、落札清算参加者を決定す

る。 

 

 

・落札価格は、オークションごとの入札清算参加者の数に応じて、第一価格

方式又は第二価格方式により決定する。 

 

 

 

 

 

 

のとする。ただし、破綻清算参加者のポジションの状

況等から、上記財源を超過する可能性が高いと破綻管

理委員会が判断する場合、当社は当該財源の範囲の拡

大や第一段階オークションの省略等、必要な措置を取

ることができるものとする。 

・落札清算参加者は、落札したバスケットに係る決済を

当社との間で履行するものとする。落札した銘柄に係

る決済において不履行が発生した場合には、清算対象

取引に係る決済不履行の場合と同様の処理を行うこと

とする。 

・第一価格方式とは、オークションにおける最も高い価

格を提示した者（落札者）が自身の提示価格により取

引を成立させる方式をいう。 

・第二価格方式とは、オークションにおける最も高い価

格を提示した者（落札者）が、自身の提示価格ではな

く、二番目に高い提示価格により取引を成立させる方

式をいう。 

 

②第二段階オーク

ション 

 

・当社は、第一段階オークションにおいて入札が成立しなかったバスケット

について、第二段階オークションを行う。 

・第二段階オークションは、対象となるすべてのバスケットについて、個別

銘柄単位で全銘柄を一度にオークションを行うこととする。 

・第二段階オークションの入札対象者は、当社の全清算参加者とし、応札は

義務付けない。 

 

 

・非破綻清算参加者が特別清算料担保金を預託しない場

合を除き、第二段階オークションの再入札は行わない

（４．（４）③参照）。 
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項目 内容 備考 

・当社はオークション対象取引の明細を全清算参加者に提示し、入札への参

加を希望する清算参加者は、銘柄ごとに応札する。 

・オークションは、全銘柄の落札価格によって確定する損失の合計があらか

じめ設定された損失補填財源を超えない額となった場合に成立するものと

する。オークションが成立した場合には、落札清算参加者と当社との間で、

当該オークションの各銘柄に係る売買及び現金担保付債券貸借取引が成立

する。 

・落札価格は、入札清算参加者の数にかかわらず、第一価格方式により決定

する。 

 

 

 

・全銘柄の落札価格によって確定する損失の合計があら

かじめ設定された損失補填財源を超えた場合又は応札

されない銘柄があった場合、第二段階オークションは

不成立となる。 

・オークションにより成立する売買及び現金担保付債券

貸借取引については、当初証拠金所要額の計算対象と

する。 

・第二段階オークションにおける損失補填財源は、第一

段階オークションにおける財源余剰額、非破綻清算参

加者の清算基金、非破綻清算参加者の特別清算料（事

後拠出）、当社の追加財源及び変動証拠金等の勝ち方清

算参加者による負担額を合算した額とする。 

・落札清算参加者は、落札した銘柄に係る決済を当社と

の間で履行するものとする。落札した銘柄に係る決済

において不履行が発生した場合には、清算対象取引に

係る決済不履行の場合と同様の処理を行うこととす

る。 

 

③特別清算料担保

金 

・第二段階オークションの落札価格によって確定する損失が特別清算料を要

する額である場合には、特別清算料の不払いにより当社の損失相当額が損

失補填財源を超過し、第二段階オークションが事後的に不成立となる事態

を回避するため、特別清算料の支払債務を担保する目的で、非破綻清算参

・特別清算料は、第二段階オークション実施日の翌営業

日に支払うものとする。 
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項目 内容 備考 

加者から特別清算料担保金の預託を受けるものとする。 

・特別清算料担保金の額は、非破綻清算参加者が当社に現に預託している清

算対象取引に係る当初証拠金及び破綻時証拠金の合計額が、当該清算参加

者が負担すべき特別清算料の額に満たない場合の当該不足額とし、当該不

足額の充足をもって、第二段階オークションが成立するものとする。 

・非破綻清算参加者が特別清算料担保金を当社に預託しない場合には、第二

段階オークションを不成立とし、翌営業日、再度第二段階オークションを

実施するものとする。 

 

・当社は、第二段階オークションの落札価格の水準によ

り特別清算料担保金が必要となった場合、第二段階オ

ークション終了後に特別清算料担保金の額を清算参加

者に通知することとし、清算参加者は、第二段階オー

クション実施当日に当該特別清算料担保金を預託する

ものとする。 

・特別清算料担保金を預託しない清算参加者については、

破綻処理を行う。 

   

（５）オークション

の成立の可能性を

高めるための仕組

み等 

①第一段階オーク

ション 

 

 

 

 

 

 

 

 

・オークションの成立の可能性を高めるための仕組みとして、オークション

ごとに以下の措置を講じる。 

 

 

・清算参加者の破綻により当社に発生する損失を非破綻清算参加者の清算基

金で補填する場合は、第一段階オークションの落札清算参加者の清算基金

の全部又は一部を他の清算参加者の清算基金の使用後に使用することとす

る。（劣後費消） 

・入札への参加を申請したバスケットに関し、応札を行わなかった清算参加

者について、清算基金の全額を他の清算参加者の清算基金の使用に先立っ

て使用することとする。（優先費消） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・情報管理の観点から、応札の意志のない清算参加者が

入札の参加申請を行うことを防止するため、清算基金

の優先費消を導入するものとする。ただし、流動性の

低い銘柄を含むなどの理由により、入札希望者の少な

いバスケットについては、破綻管理委員会の助言によ

り、優先費消の対象外とすることができるものとする。 
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項目 内容 備考 

②第二段階オーク

ション 

・清算参加者の破綻により当社に発生する損失を非破綻清算参加者の清算基

金で補填する場合は、第二段階オークションの落札清算参加者の清算基金

の全部又は一部を他の清算参加者の清算基金の使用後に使用することとす

る。（劣後費消） 

 

   

（６）第二段階オー

クション不成立時

の処理 

・第二段階オークションにおいて、清算参加者の決済不履行時の処理に伴う

当社の損失相当額（オークションによる損失相当額を含む。）が損失補填財

源を超過することが判明した場合又は応札されない銘柄があった場合には

第二段階オークションは不成立とし、その後の対応策について当社と非破

綻清算参加者（全社）との間で速やかに協議を行う。 

・協議において対応策に関する合意が成立した場合には、当該対応策によっ

て処理を行う。 

・協議の期間は、第二段階オークション実施の日の翌営業日までの間とする。 

・第二段階オークション実施の翌日までに協議において合意が成立しなかっ

た場合には、すべての清算参加者のすべての未決済銘柄（第一段階オーク

ションにおいて取引が成立した銘柄を含む。）について、時価による一括清

算（ティアアップ）を行う。 

・清算参加者の破綻に伴う混乱の収束と速やかな市場秩

序の回復を図る観点から、協議を行う当社及び非破綻

清算参加者（全社）は、当社の損失相当額をカバーし、

当社による清算業務の継続が可能となる対応策の合意

に向けて、最大限の努力をするものとする。 

・協議において対応策に関する合意の成立は、出席者全

員の合意を条件とする。 

・協議における対応策としては、非破綻清算参加者の更

なる資金拠出による損失補填財源の拡大、特定の銘柄

を対象としたティアアップ（部分的なティアアップ）

などが考えられる。 

・ティアアップは、市場の混乱等により、破綻清算参加

者の未決済ポジションが二段階のオークションによっ

て処理されず、さらに協議においても適切な対応策が

採用されなかった場合の非常時の対応方法として位置

づける。 

・ティアアップは、当日の評価時価で行う。 

・ティアアップを行う場合、ティアアップを行うまでの

間の破綻清算参加者のポジションに係る変動証拠金等
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項目 内容 備考 

の負け分による損失については、損失補填の財源で負

担する。 

   

（７）その他 ・当社が清算参加者の破綻による資金決済の不履行を回避するために行う資

金調達先（清算参加者）との間の現金担保付債券貸借取引について、決済

不履行が発生した場合には、清算対象取引に係る決済不履行の場合と同様

の処理を行うこととする。 

 

   

５．施行日 ・平成２６年度下期を目途として実施する。ただし、市場インパクト・チャ

ージの導入は施行日の３か月後とする。 

 

   

以 上 
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 引受対象銘柄について、債券種別、発行年限、残存年限に応じた区分（クラス）を設定する。 

 銘柄ごと又はクラスごとに、ポジションの規模を区分する基準点（グリッド）を３点（G1・G2・G3 ）設定する。 

G1 ：  債務引受データのうち、売買取引で観測される取引規模分布（観測期間６か月）の中央値を基に当社が設定する。 

G2 ：  債務引受データのうち、売買取引で観測される取引規模分布（観測期間６か月）の最大値を基に当社が設定する。 

G3 ：  債務引受データのうち、売買、レポ、新現先取引から算出される差引ポジション額（口座別・銘柄別）の最大値を基に当 

     社が設定する。 

１．基準スプレッドの設定 
 

アスク・ビッド・スプレッド（売値と買値のかい離幅）のマーケットサーベイ結果に基づき、銘柄ごとのポジション規模に応じた評価時
価からのかい離幅（基準スプレッド）を設定する。 

a. ポジション規模に
係る基準点（グ
リッド）の設定 

 

 

 

 

 

 

b. 基準スプレッドの
設定 

 ３点のグリッド以外における基準スプレッドは、以下のとおり補間等を行うことにより設定する。 

0億～G1の区間   ： G1において設定した基準スプレッド 

G1～G2の区間  ： G1の基準スプレッドを始点、G2の基準スプレッドを終点とする指数補間により算出される基準スプレッド 

G2～G3の区間  ： G2の基準スプレッドを始点、G3の基準スプレッドを終点とする指数補間により算出される基準スプレッド 

G3を超過した場合 ： G2～G3の区間の補間を延長して算出される基準スプレッド 

  ３点のグリッドにおける基準スプレッドは、マーケットサーベイ結果を基に設定する。 

① マーケットサーベイは３か月に１度、当該月の第１営業日を基準として行う。 

② ストリップス債はマーケットサーベイの対象外とし、ストリップス債の基準スプレッドは固定利付国債の同一残存年限の基準 

   スプレッドを参考に、当社が設定する。（原則として固定利付国債の同一残存クラスのG3をストリップス債のG1，G2，G3に 

   一律適用する。） 

③ 上記①②の運用は、マーケットサーベイのフィージビリティやストリップス債の債務引受状況を鑑み、 適宜見直しを行う。 

別紙1 市場インパクト・チャージの算出方法 
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 各銘柄のすべての決済日における清算参加者から当社への国債の引渡債務と当社から当該参加者への国債の
引渡債務（いずれも額面ベース）を差引した額を算出する。（ネッティング口座又は当初証拠金グループごと） 

２．銘柄ごとの取引執行コスト相当額の算出 
 

銘柄ごとの取引執行コスト相当額は、銘柄ごとの差引ポジション額の絶対値に、BPV（ベーシス・ポイント・バリュー）及び基準スプレッド
（変動利付国債については、基準スプレッドのみ）を乗じた額とする。 

a. 銘柄ごとの差引
ポジション額の算
出 

 

b. BPVの設定 

 

 

 

c. 銘柄ごとの取引
執行コスト相当額
の算出 

 

 

 清算参加者の銘柄ごとの取引執行コスト相当額の合計額を、当該清算参加者の市場インパクト・チャージ所要額
とする。（ネッティング口座又は当初証拠金グループごと） 

３．各清算参加者の市場インパクト・チャージの算出 
 

各清算参加者の銘柄ごとの取引執行コスト相当額を合計した金額を当該清算参加者の市場インパクト・チャージ所要額とする。 

複数のネッティング口座を開設している清算参加者においては、ネッティング口座又は当初証拠金グループごとに算出する。 

a. 清算参加者の市
場インパクト・
チャージ所要額
の算出 

 加算額が適用される前営業日の夜に算出されるBPVを銘柄ごとに適用する。 

 

 変動利付国債以外の銘柄 

銘柄ごとの取引執行コスト相当額  ＝｜差引ポジション額｜×BPV ×適用される基準スプレッド（bps） 

 変動利付国債 

銘柄ごとの取引執行コスト相当額  ＝｜差引ポジション額｜×適用される基準スプレッド（円） 
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fig.1  評価時価から
のかい離幅
（基準スプレッ
ド）のイメージ 

fig.2  ３点のグリッド

以外における
基準スプレッド
の補間等 



4 

fig.3 銘柄又はクラ

スごとに基準ス
プレッドを設定 



 

信用状況に応じた当初証拠金の割増しに関する具体的な水準について 

 

当初証拠金の割増し等が適用となる信用状況の水準 具体的な割増率 

○格付（※1、 2）のすべてがＡ－格未満相当の信用力と判断される場合（※3） １０％割増（※6） 

○格付（※1、 2）のすべてがＢＢＢ＋格未満相当の信用力と判断される場合（※3） ５０％割増（※6） 

○格付（※1、 2）のすべてがＢＢＢ格未満相当の信用力と判断される場合（※3） １００％割増（※6） 

○格付（※1、 2）のいずれかがＡ－格未満相当の信用力と判断され、かつ、自己資本規制比率等が一定比率（自己資本規制比率は 250％、

自己資本比率は国際基準 10％・国内基準 5％、ソルベンシー･マージン比率は 500％）を下回っている場合（※3、 4、 5） 

１０％割増（※6） 

○格付（※1、 2）のいずれかがＢＢＢ＋格未満相当の信用力と判断され、かつ、自己資本規制比率等が一定比率（自己資本規制比率は

250％、自己資本比率は国際基準 10％・国内基準 5％、ソルベンシー･マージン比率は 500％）を下回っている場合（※3,、4、 5） 

５０％割増（※6） 

○格付（※1、 2）のいずれかがＢＢＢ格未満相当の信用力と判断され、かつ、自己資本規制比率等が一定比率（自己資本規制比率は 250％、

自己資本比率は国際基準 10％・国内基準 5％、ソルベンシー･マージン比率は 500％）を下回っている場合（※3、 4、 5） 

１００％割増（※6） 

 

（※1）清算参加者が格付を有していない場合には、親会社等の格付とする（清算参加者と親会社等のいずれも格付を有していない場合はグループ会社等の格付とする）が、その場

合の適用の判断は、１ノッチ上の基準による。 

（※2）格付については、金融商品取引法上の「信用格付業者」（金融商品取引法第２条第３６項。現時点においては株式会社日本格付研究所、ムーディーズ・ジャパン株式会社、ム

ーディーズ SF ジャパン株式会社、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社、株式会社格付投資情報センター、フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社

及び日本スタンダード＆プアーズ株式会社が該当。）及びその特定関係法人（金融商品取引業等に関する内閣府令第１１６条の３第２項）が付与する長期の債務を履行する能力に

係る格付（いわゆる勝手格付を除く。）を使用することとする。 

（※3）それぞれ、格付による基準のほか、当該清算参加者の社債やＣＤＳのスプレッド、株価等のマーケット情報について、上記格付の要素を満たす企業との比較や、直近におけ

る急激な変動の有無といった点等を、また、手元流動性等の財務情報について極端な減少等がないかといった点、参加者のポジションの状況等を、それぞれ判断要素として加味

したうえ、総合的に信用力の判断を行う。 

（※4）証券金融会社又は短資会社にあってはこれに準ずる場合となったとき同様の措置を講じる。 

（※5）特別金融商品取引業者にあっては自己資本規制比率又は連結自己資本規制比率により判定する。 

（※6）具体的な割増率については、当該割増率を上限として、参加者の手元流動性等の財務状況やポジションの状況等を踏まえ、決定する。 

別紙２ 
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国債店頭取引に係る当初証拠金所要額の増額制度の変更概要 

 

信用状況に応じた当初証拠金の割増し制度の導入並びに時価変動リスクファクターの計算方法の変更及び市場インパクト・チャージの

導入により当初証拠金基礎所要額が平均的に現行制度より高い水準となることから、当初証拠金所要額の増額制度を以下のとおり変更す

る。 

 

項目 現行制度内容 変更内容 

1. 清算参加者の財務

状況が国債店頭取

引自社清算資格の

取得基準を下回っ

た場合の増額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 当社は、次の各号に掲げる区分ごとに定める基準に該当した清算

参加者の当初証拠金所要額を当該各号に定めるとおりに増額し、

当該清算参加者の当初証拠金預託額が当初証拠金所要額に不足

する場合は、翌日１１時までに追加預託させる。 

※ 親会社保証特例適用先には、当該増額は適用しない。 

 

（１） 純財産額（金融商品取引業者以外の者にあっては純資産額。

以下同じ。） 

基準 措置 

３０億円※未満 

２０億円以上 

当初証拠金所要額を 

１．５倍に増額する 

２０億円未満 
当初証拠金所要額を 

２．０倍に増額する 

※仲介業者の特例の申請により国債店頭取引清算資格を取得した清算

参加者にあっては２５億円。 

 

・ 変更なし。 

 

 

 

 

 

・ 左記（１）の増額措置については変更なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 
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項目 現行制度内容 変更内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自己資本規制比率（金融商品取引業者）※ 

基準 措置 

１７０％未満 

１５５％以上 

当初証拠金所要額を 

１．５倍に増額する 

１５５％未満 
当初証拠金所要額を 

２．０倍に増額する 

※証券金融会社又は短資会社にあっては上記の基準に準ずる場合とな

ったとき同様の措置を講じる。また、特別金融商品取引業者にあって

は自己資本規制比率又は連結自己資本規制比率とする。 

・ 左記（２）の増額措置は廃止する。 

 

 

 

 

 

 

（３）単体又は連結ソルベンシー・マージン比率（保険会社） 

基準 措置 

３００％未満 

２５０％以上 

当初証拠金所要額を 

１．５倍に増額する 

２５０％未満 
当初証拠金所要額を 

２．０倍に増額する 
 

・ 左記（３）の増額措置は廃止する。 
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項目 現行制度内容 変更内容 

2. 当初証拠金基礎所

要額と比較して純

財産額等が過小と

なった場合の増額 

 

・ 当社は、当初証拠金基礎所要額※１※２を純財産額で除した数値（以

下「当初証拠金比率」という。）※３が、次に定める基準に該当し

た清算参加者の当初証拠金所要額を次に定めるとおりに増額※４

し、当該清算参加者の当初証拠金預託額が当初証拠金所要額に不

足する場合は、翌日１１時までに追加預託させる。 

※１ ネッティング口座（信託口を除く）を複数開設している清算参加者

の２．の適用にあっては、当初証拠金基礎所要額は、ネッティング口

座ごとの当初証拠金基礎所要額を合計した額とする。 

※２ 親会社保証特例適用先への適用にあっては、当初証拠金基礎所要額

は、親会社保証特例適用先とその親会社の当初証拠金基礎所要額を合

算した額とする。 

※３ 信託口については、以下の算式により算出した値を当初証拠金比率

とする。 

     当初証拠金基礎所要額（複数の信託口を有する場合はすべての信託口の合算値） 
当初証拠金比率＝                                     

     信託財産残高における国債残高×（1－銘柄別リスクファクターの最大値/100） 

※４ 信託口を有する清算参加者への適用にあっては、信託口と信託口以

外のネッティング口座に区分して当初証拠金所要額の増額を行う。 

基準 措置 

７５％以上 

８７．５％未満 

当初証拠金所要額を 

１．５倍に増額する 

８７．５％以上 
当初証拠金所要額を 

２．０倍に増額する 
 

・ 左記２．については、基準に該当した場合

の当初証拠金所要額の割増率を、下表のと

おり変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

基準 措置 

７５％以上 

８７．５％未満 

当初証拠金所要額を 

１．３倍に増額する 

８７．５％以上 
当初証拠金所要額を 

１．６倍に増額する 

 



相場変動時における当初証拠金の追加預託に係る制度の変更について 

 

 

1. 相場変動時における当初証拠金の追加預託の基準に該当した場合の追加預託額の計算基準について 

・以下のとおり追加預託の発動基準及び追加預託額の計算基準を変更する。 

【追加預託の発動基準及び追加預託額の計算基準】 

長期国債先物取引（中心限月）の午前立会終了時の約定値段と前日午後立会終了時の約定値段との差が発動基準値を超えた場合に発動する。 

現行制度 新制度 

発動基準値 所要額計算 発動基準値 所要額計算 

時価変動リスクファクター設定値

（利付 7-10 年ゾーン）の小数点以

下第３位を四捨五入し０．０５刻み

で切捨てた数値 

前営業日に算出した当初証拠

金基礎所要額の１．５倍とする 

時価変動リスクファクター設定値

（利付 7-10年ゾーン）の小数点以

下第３位を四捨五入し０．０５刻

みで切捨てた数値 

前営業日に算出した当初証拠

金基礎所要額の１．３倍とする 

上記の数値を１．５倍し０．０５刻

みで切捨てた数値 

前営業日に算出した当初証拠

金基礎所要額の２倍とする 

上記の数値を１．３倍し０．０５

刻みで切捨てた数値 

前営業日に算出した当初証拠

金基礎所要額の１．６倍とする 

 

2. 相場変動時における当初証拠金の追加預託が発動した日を基準とする時価変動リスクファクター及び相殺比率の臨時変更について 

・以下のとおり新しい時価変動リスクファクター及び相殺比率の適用日程を変更する。 

【臨時変更による新しい時価変動リスクファクター及び相殺比率の適用日程】 

現行制度 新制度 

追加預託発動日の３営業日後から適用する。（追加預託発動日の４営

業日後に預託が必要となる当初証拠金所要額の計算から適用される） 

追加預託発動日の翌営業日から適用する。（追加預託発動日の２営業

日後に預託が必要となる当初証拠金所要額の計算から適用される） 
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ストレステストの担保超過リスク額、清算基金所要額の計算イメージ

１．ストレステストの担保超過リスク額計算イメージ

【ポジション設定】 　【清算参加者単位のポジション】 　　【清算参加者単位の担保超過リスク額】 【企業集団単位の担保超過リスク額】
　※額面 ＋:ロング、－:ショート 　※損益 ＋:利益、－:損失

＜Ａ証券＞ ＜Ａ証券＞ ＜Ａ証券＞ ＜Ａグループ＞

銘柄X
ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ額面

IM基礎
所要額

IM所要額
銘柄X

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ額面
IM所要額 損益 IM所要額

担保超過
リスク額

担保超過
リスク額

1,000 20 20 1,000 20 -100 20 -80 -118 

＜Ａ銀行＞ ＜Ａ銀行＞ ＜Ａ銀行＞

銘柄X
ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ額面

IM基礎
所要額

IM所要額
銘柄X

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ額面
IM所要額 損益 IM所要額

担保超過
リスク額

1,600 32 32 800 52 -80 52 -28 

-500 10 10

-300 6 10

＜Ａ信託 自己口＞ ＜Ａ信託 自己口＞ ＜Ａ信託 自己口＞
銘柄X

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ額面
IM基礎
所要額

IM所要額
銘柄X

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ額面
IM所要額 損益 IM所要額

担保超過
リスク額

200 4 10 200 10 -20 10 -10 

　※単純化のためIM基礎所要額にはポジション額面絶対値の2%を設定。 　※単純化のため損益にはポジション額面の 【信託銀行の担保超過リスク額】
　　10%の符号反転した値を設定。

＜Ａ信託銀行＞

信託銀行の信託口の場合
担保超過
リスク額

-108 
【ポジション設定】 【IMG単位の担保超過リスク額】 【信託口の担保超過リスク額】
　※額面 ＋:ロング、－:ショート 　※損益 ＋:利益、－:損失

＜Ａ信託銀行 信託口＞ ＜Ａ信託銀行 信託口＞ ＜Ａ信託銀行 信託口＞

ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ口座 IMG
銘柄X

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ額面
IM基礎
所要額

IM所要額 IMG 損益 IM所要額
担保超過
リスク額

担保超過
リスク額

A-TB-101 A-TB-1 -60 12 -48 -98 

A-TB-102 A-TB-2 -40 10 -30 

A-TB-201 A-TB-2 400 8 10 A-TB-3 -30 10 -20 

A-TB-301 A-TB-3 300 6 10 A-TB-4 150 30 0

A-TB-401

A-TB-402

A-TB-403

　※IMGのポジションは、当該IMGを指定しているネッティング口座のポジションを通算したもの。

 自己口と信託口の
担保超過リスク額

を合算

-1,500 30 30A-TB-4

　担保超過リスク額
合算

A-TB-1 600 12 12

A-BANK-3

ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ口座

A-TB-0

　ポジション
通算

　担保超過リスク額
合算

ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ口座

A-SEC-1

ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ口座

A-BANK-1

A-BANK-2

ストレス 

テスト 

ストレス 

テスト 

ストレステスト 

ストレス 

テスト 
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２．清算基金所要額の計算イメージ

(1) ストレステストの担保超過リスク額 (3) 清算基金所要額

ストレス
シナリオ１

ストレス
シナリオ２

ストレス
シナリオ３

ストレス
シナリオ４

清算参加者
ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ口座

／IMG
IM基礎
所要額

IMシェア
清算基金
所要額

 Ａグループ -118 0 -20 -20  Ａ証券  A-SEC-1 20 8.8% 19

 Ｂグループ -25 0 -30 -20  A-BANK-1 32 14.0% 30

 Ｃ証券 0 -100 -10 0  A-BANK-2 10 4.4% 9

 Ｄ銀行 0 -50 0 0  A-BANK-3 6 2.6% 6

 Ａ信託銀行 -108 -40 -70 0  Ｂ証券  B-SEC-1 23 10.1% 22

 Ａ信託銀行 信託口 -98 -30 -70 0  Ｂ銀行  B-BANK-1 35 15.4% 33

 Ｃ証券  C-SEC-1 21 9.2% 20

 D-BANK-1 20 8.8% 19

 D-BANK-2 1 0.4% 1

(2) 担保超過リスク額上位２先  A-TB-0 4 1.8% 4

 A-TB-1 12 5.3% 11

 A-TB-2 8 3.5% 8

１位 -118 -100 -70 -20  A-TB-3 6 2.6% 6

２位 -98 -50 -30 -20  A-TB-4 30 13.2% 28

合計 -216 -150 -100 -40 合計 － 228 100.0% 216

 Ａ銀行

 Ｄ銀行

ストレス
シナリオ１

ストレス
シナリオ２

ストレス
シナリオ３

ストレス
シナリオ４  Ａ信託銀行

清算基金所要額 ＝ 担保超過リスク額上位２先合計 × IMシェア 
 

※IMシェア ＝ IM基礎所要額  ／  IM基礎所要額の全参加者合計 

担保超過リスク額上位２先合計の全シナリオ

中最大値を清算基金所要額の算出に使用。 

担保超過リスク額上位２先を抽出 
※２先の組合せについて 

 AグループとA信託銀行の組合せでは、A信託銀行 自己口が重複するため、 

 AグループとA信託銀行 信託口の担保超過リスク額を参照する。 

※ 
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清算基金所要額算出におけるストレスシナリオについて 

 

清算基金所要額算出におけるストレスシナリオは、以下の（１）の６通りと（２）の２通りの組合せによる１２通りとする。 

（１）主成分分析に基づくストレスシナリオ（固定利付国債・割引国債に適用）（６通り） 

 

・ヒストリカルデータからイールドカーブの変動の特徴を抽出し、ストレスシナリオに用いるイールドカーブの形を特定（注）。 

・イールドカーブの形状を特定した後、最も流動性が高い残存年数（７年）における５日間の過去最大変化幅を基準に、各イールドカーブに

おける変化値を設定。 

(注)
イールドカーブの変動の特徴は、市場データを基に主成分分析の手法を用いて抽出する。 

 

※計算の結果、利回りがマイナスとなった場合、

利回りゼロとしてストレステストを実施。 
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（２） 市場インパクトに基づくストレスシナリオ（変動利付国債に適用）（２通り） 

・当社の国債店頭取引の清算業務開始以来（平成 17年５月～）の変動利付国債の最大の単価変動（上昇／低下）を抽出。 

・リーマンブラザーズ証券破綻時の反対売買約定価格と市場価格とのかい離の最大値（上方かい離／下方かい離）を抽出。 

・上記の単価変動と約定価格のかい離とを以下のように組み合せ、市場価格に加減することで、ストレスシナリオ（ストレス価格）を算出。 

 

ストレス 

シナリオ 

ポジション 

（ロング／ショート） 

業務開始以来の 

最大単価変動 

（上昇／低下） 

反対売買約定価格と 

市場価格とのかい離 

（上方乖離／下方乖離） 

④：単価上昇 

ロング 

※反対売買は「売」 
最大上昇（＋） 

下方かい離（－） 

ショート 

※反対売買は「買」 
上方かい離（＋） 

⑤：単価低下 

ロング 

※反対売買は「売」 
最大低下（－） 

下方かい離（－） 

ショート 

※反対売買は「買」 
上方かい離（＋） 

 

 

以 上 
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「清算基金所要額按分方式」と「原取引按分方式」を併用する損失負担額の具体例 

 

 

 

I. 按分方式ごと負担額の計算（按分方式ごとの負担割当額は、原取引割合1に応じて算出） 

 

 

 清算基金所要額按分方式対象先（Ａ・Ｂ・Ｃ）⇒負担総額（1,000億）のうち、80%に該当する 800億を負担する。 

 原取引按分方式対象先（Ｄ・Ｅ）⇒負担総額（1,000億）のうち、20%に該当する 200億を負担する。 

 

 

 

 

                                                   
1 原取引割合は、当社が引き受けた債務の額の合計額（グロス）により定まる。 

「清算基金所要額按分方式」：負担総額に参加者の清算基金割合※を乗じて参加者ごとの負担額（清算基金費消額）を算出。 

「原取引按分方式」：負担総額に破綻参加者との取引（原取引）の割合を乗じて参加者ごとの負担額（清算基金費消額）を算出。 
※清算基金割合：清算基金所要額総額における各参加者の清算基金所要額が占める割合 

単位：億円 
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II. 参加者における損失負担額の計算（按分方式ごとの負担割当額を清算基金所要額・原取引額で按分し、参加者ごとの損失負担額を算出） 

 

１. 負担総額＝1,000億円の場合 

 

 清算基金所要額按分清算参加者の清算基金費消率：80% 

 原取引按分清算参加者の清算基金費消率（平均）：13% 

 参加者Ｅは、破綻清算参加者との取引がないため、損失負担は発生しない。 

 

（清算基金所要額按分方式） 

費消率は均一 
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２. 負担総額＝2,750億円（負担総額が清算基金総額を 250億（10%）超過）の場合 

 

 清算基金所要額按分清算参加者の清算基金費消率：220% 

 原取引按分清算参加者の清算基金費消率（平均）：37% 

 

 清算基金所要額按分清算参加者に発生する「清算基金所要額超過額」についての取扱いは以下のとおり。 

（１）清算基金所要額超過額：清算基金所要額按分清算参加者の事後拠出（特別清算料）により補填する。（第４順位） 

 Ａ：所要額超過額 300億を、特別清算料 250億で補填。【50億不足】 

Ｂ：所要額超過額 300億を、特別清算料 250億で補填。【50億不足】 

Ｃ：所要額超過額 600億を、特別清算料 500億で補填。【100億不足】 

（２）上記（１）で発生する不足金額（計 200億）を原取引按分清算参加者の清算基金未利用分により補填する。（第５順位：別紙８参照） 

Ｅ：不足金額 200億を、清算基金未利用分（750億）で補填。 

※Ｄは負担しない。第５順位以降は、Ｄ・Ｅ間における損失負担割合が等しくなるまで、低費消率の参加者の財源から補填する。Ｄは既に 550

億（73%）を費消済み。Ｅは自身の費消率が 73%になるまで、Ｄに優先して負担する。 

⇒本例では、第５順位までの財源で負担総額 2,750億円をカバー。 

⇒負担総額が第５順位の財源を超える場合は、原取引按分清算参加者の特別清算料（事後拠出）でカバーする。 

以 上 

（清算基金所要額按分方式） 

費消率は均一 

（清算基金所要額 

按分方式） 

所要額超過が発生 



 

 

按分方式別の損失補填方法 

１. 損失補填の財源 

順位 清算基金所要額按分方式対象先 原取引按分方式対象先（信託銀行 信託口）1 

第１順位 破綻参加者の事前拠出財源（証拠金・清算基金等） 同左 

第２順位 JSCC自身の財源による負担 同左 

第３順位 

・【事前拠出】清算基金 

 

・JSCC自身の財源による負担 

・【事前拠出】清算基金 

（ただし、費消の対象は原取引按分負担に限る。） 

・JSCC自身の財源による負担 

第４順位 【事後拠出】特別清算料（上限付き2） 

【事後拠出】特別清算料 

（ただし、拠出の対象は原取引按分負担に限る。 

原取引按分負担分：費消額に上限なし。） 

第５順位 ― 
・【事前拠出】第３順位清算基金の未負担額 

・JSCC自身の財源による負担 

第６順位 ― 【事後拠出】第４順位特別清算料の未負担額 

第７順位 
変動証拠金等の勝ち方清算参加者による 

特別清算料 
同左 

 原取引按分方式対象先も、清算基金所要額按分方式対象先と同様に清算基金の事前拠出義務あり（第３順位）。 

 第６順位の原取引按分方式対象先における特別清算料の拠出額は、上限付き。（清算基金所要額と同額。） 

 第７順位の財源で破綻による損失がカバーできない場合には、すべての未決済ポジションについて、時価による一括清算（ティアアップ）

が行われる。 

                                                   
1 信託銀行の自己口は、清算基金所要額按分方式とする。 
2 清算基金所要額と同額。 

清算基金所要額按分

方式対象先の第 4 順

位の特別清算料を超

過する損失額につい

て、原取引按分方式対

象先の清算基金未負

担額及び特別清算料

でカバーする。 
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 ２．損失補填方法（イメージ）

 2/2

0%

50%

100%

150%

200%

250%

信託A 信託Ｂ 信託Ｃ 参加者ａ 参加者ｂ 参加者ｃ 参加者ｄ 

清
算
基
金
所
要
額
対
比
の
負
担
割
合

 

清算基金・特別清算料の利用方法  

清算基金所要額超過損失額：第４順位特別清算料 

（清算基金所要額と同額までの事後拠出）で補填 

清算基金所要額 

超過損失額 

（原取引按分負担分：

費消額上限なし。） 

第４順位超過損失額： 
原取引按分先の第５順位清算基金・第６順位特別清算料で補填 

当初証拠金グループ単位で個別に負担額を計算 

第③ 第③ 第③ 第③ 第③ 第③ 第③ 

第④ 第④ 

第④ 第④ 第④ 第④ 

第⑤ 

第⑥ 

第③の 

未負担額 

特別清算料

を 

事後拠出 

（信託B・信託C） 

第⑥の拠出上限 



上限設定期間中における非破綻清算参加者による損失負担等の取扱い 別紙９ 

D 

参加者1破綻 

D+55 

参加者2破綻 

D+30 D+25 

後続の上限設定期間（30日間） 対象期間外 

D+56 

上限設定期間（合計55日） 

D+56の適用所要額まで、清
算基金を回復させる。 

D+60 

上限設定期間（30日間） 

参加者3破綻 

清算基金 

上限設定期間（30日間） 

負担の上限：D日における所要額 清算基金 

・上限設定期間とは：清算参加者の破綻が発生した日から30日を経過するまでの期間をいう。 

（上限設定期間中に破綻が発生した場合には、当該破綻から30日を経過するまで上限設定期間が延長される。） 

清算基金所要額按分清算参加者 原取引按分清算参加者 

（第3順位） 
清算基金による負担 

上限設定期間に発生した破綻について、最初の破綻発生時における各非破綻清算参加者の清算基金所要額
を限度として負担を行う。 

（第3順位） 
清算基金所要額の回復 

上限設定期間終了時に、その時点の清算基金所要額まで預託額を回復させる。 

（第４順位） 
特別清算料による負担 

上限設定期間に発生した破綻について、最初の破綻
発生時における各非破綻清算参加者の清算基金所
要額を限度として負担を行う。 

（上限設定期間にかかわらず）破綻発生の都度、原
取引割合に応じた負担を行う。 
 

破綻時証拠金 
上限設定期間中、日次で計算される清算基金所要額の前日分からの増加額について、「破綻時証拠金」として
別途預託が必要。（別紙１１参照） 

【イメージ図】 

第4順位 特別清算料 負担の上限：【清算基金所要額按分清算参加者】D日における所要額 

【原取引按分清算参加者】破綻の都度、原取引割合に応じた負担。（上限なし） 

【上限設定期間中の損失負担】 



変動証拠金等の勝ち方清算参加者による損失負担（VMヘアカット）について 

１．変動証拠金等勝ち方負担による損失負担（VMヘアカット）のポイント 

• 清算参加者の破綻により発生する損失が第1順位から第6順位までの損失補填財源を超過した場合、変動証拠
金等の勝ち方清算参加者による負担（VMヘアカット）により、損失を補填する。 

• VMヘアカットの対象となる変動証拠金等の内容と負担方法は以下のとおり。 
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変動証拠金等の内容 負担者・負担方法 

① 
すべての清算参加者との間のすべての取引（※1）に関し、清算参加者破
綻日から破綻処理による損失が確定する日（※2）までにそれぞれの清算
参加者が授受した額 

【負担者】 
左記期間中における①の累計及び②の累計を合計し
た金額が、差引で勝ち方（受け方）となった参加者 
 
【負担方法】 
各参加者の差引での勝ち分に応じ、負担する。 ② 

（破綻参加者が国債の受け方（DVP2）の場合） 
JSCCが資金調達により決済を履行した取引に関し、国債の渡し方
（DVP1）によるJSCCに引渡し済みの国債に係る破綻日から破綻処理に
よる損失が確定する日までの時価変動相当額（※3） 

（※1）破綻清算参加者以外の清算参加者との取引を含む。また、破綻日から破綻処理による損失が確定する日までの間に決済が完了した取引、フェイル
／被フェイルが発生した場合における当該フェイル・被フェイルに係る取引を含む。 

（※2）第二段階オークションにより損失が確定する場合には第二段階オークション実施日。ティアアップの成立により損失が確定する場合には、ティアアップ成
立の翌営業日。（ティアアップ日における変動証拠金をティアアップの翌営業日に授受するため。） 

（※3）②の時価変動相当額は、資金調達により資金決済の履行を受けた全参加者（破綻参加者と取引をしていない参加者を含む。）を対象に、当該
各参加者の①に加算される。具体的には、資金決済の履行を受けた参加者の各決済金額に応じ、加算する。 

• VMヘアカットによる負担が発生する場合でも、変動証拠金等は通常どおり決済を行い、当該負担に相当する額を
「特別清算料」として対象清算参加者に対し、別途支払いを求める。 

 



 【第二段階オークション不成立時のVM等】 VM等：単純化のため、変動証拠金及び受渡調整金の合計額のみ  

２．変動証拠金等の勝ち方清算参加者による損失負担（VMヘアカット）のイメージ 

（１）破綻清算参加者が国債の渡し方である場合 
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破綻発生 

第二段階オークション実施 

ティアアップ 

・債務引受銘柄Xについて渡し方である参加者がD+0に破綻。（単純化のため、未決済銘柄はXのみとする。） 

・清算参加者は清算基金所要額按分方式を適用。（次例も同じ。） 

・損益は、国債の額面のみで計算。（ティアアップ時のキャッシュの現在価値については考慮しない。次例も同じ。） 

・第一段階オークションにおいて銘柄Xを含むバスケットについて不成立、第二段階オークションも不成立。 

・協議不成立により、D+3の決済完了後の未決済取引について、ティアアップ実施。 

【未決済残高】営業日終了時点の決済日未到来取引の残高  
(+：参加者が国債受け、－：参加者が国債渡し ) 

単位：億円 

VM等 
決済日 

VM時価 
（前日時価） 

ティアアップ 
時価 

DVP1 国債渡し方 DVP2 国債受け方 

破綻参加者 生存参加者 破綻参加者 生存参加者 

D-1 99.00           

D+0 90.00   45 9 0 -54 

D+1 90.00   0 0 0 0 

D+2 105.00   -75 -15 0 90 

ＶＭ等累計額（Ｄ+0~D+2) -30 -6 0 36 

D+3 105.00   0 0 0 0 

    120.00 -75 -7.5 0 82.5 

ＶＭ等累計額（Ｄ+0~ティアアップ） -105 -13.5 0 118.5 

  DVP1 国債渡し方 DVP2 国債受け方 

  破綻参加者 生存参加者 破綻参加者 生存参加者 

D-1 -500 -100 0 600 

D+0 -500 -300 0 800 

D+1 -500 -100 0 600 

D+2 -500 -50 0 550 

D+3 -500 -50 0 550 

単位：億円 

破綻参加者VM負け分累計額：-105億円 VM勝ち分累計：118.5億円 

ティアアップ時価が急騰、
破綻損失が拡大。 

第二段階オーク
ション実施時にお
けるVMヘアカット
の財源 

ティアアップ実施
時におけるVMヘ
アカットの財源 



（２）破綻清算参加者が国債の受け方である場合 
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・債務引受銘柄Yについて受け方である参加者がD+0に破綻。（単純化のため、未決済銘柄はYのみとする。） 

・JSCCは破綻日（D+0）に資金調達を実施のうえ、決済を履行。 

・第一段階オークションにおいて銘柄Yを含むバスケットについて不成立、第二段階オークションも不成立。 

・協議不成立により、D+3の決済完了後の未決済取引について、ティアアップ実施。 

【未決済残高】営業日終了時点の決済日未到来取引の残高  
(+：参加者が国債受け、－：参加者が国債渡し ) 

  DVP1 国債渡し方   DVP2 国債受け方   

  破綻参加者 生存参加者 資金調達先 破綻参加者 生存参加者 JSCC 

D-1 0 -105   100 5   

D+0 0 -100 -100 0 100 100 

D+1 0 -100 -100 0 100 100 

D+2 0 -100 -100 0 100 100 

D+3 0 -100 -100 0 100 100 

資金調達により決済を履行 

第二段階オークション実施 

ティアアップ 

VM等 
決済日 

VM時価 
（前日時価） 

ティアアップ 
時価 

DVP1 国債渡し方   DVP2 国債受け方   

破綻参加者 生存参加者 資金調達先 破綻参加者 生存参加者 JSCC 

D-1 110.00               

D+0 110.00   0 0   0 0   

D+1 110.00   0 0 0 0 0 0 

D+2 105.00   0 5 5 0 -5 -5 

ＶＭ等累計額（Ｄ+0~D+2) 0 5 5 0 -5 -5 

D+3 110.00   0 -5 -5 0 5 5 

    92.00 0 18 18 0 -18 -18 

ＶＭ等累計額（Ｄ+0~ティアアップ) 0 18 18 0 -18 -18 

 【第二段階オークション不成立時のVM等】 VM等：単純化のため、変動証拠金及び受渡調整金の合計額のみ  

ティアアップ時価が急落、
破綻損失が拡大。 

VM勝ち分累計：36億円 
（うち資金調達先における時価変動相当額
累計：18億円） 

破綻参加者VM負け分（JSCCに発生）
相当額累計：-18億円 

破綻日以降に資金調達により決済を履行した取
引についてはその後のVMは発生しないが、当該取
引に係るティアアップ日までの時価変動相当額につ
いて、資金決済の履行を受けた参加者（DVP1の
生存参加者）が負担する。 

単位：億円 

単位：億円 

第二段階オーク
ション実施時にお
けるVMヘアカット
の財源 

ティアアップ実施
時におけるVMヘ
アカットの財源 



3/3 
所要額計算 

3/4 
所要額計算 

破綻発生時の 
清算基金所要額 

3/5 
所要額計算 

上限設定期間 3/1 
破綻発生 

・ 清算基金所要額について、日々、再計算を行う。 

   （注）日々の再計算で算出された所要額を「計算上所要額」、その日に実際に適用される所要額を「適用所要額」とする。 

・ 計算上所要額が前日の適用所要額と比べて増加⇒計算上所要額を当日の適用所要額とし、前日の適用所要額からの

超過額を「破綻時証拠金」として翌日に預託。 

・ 計算上所要額が前日の適用所要額と比べて減少⇒前日の適用所要額を当日の適用所要額とする（破綻時証拠金の返

戻不可）。 

・ 上限設定期間中に追加預託された破綻時証拠金は、上限設定期間終了後に清算基金に移換される。 

3/2 
所要額計算 

3/6 
所要額計算 … 

50億円 

… 

：適用所要額 

30億円 

 

10億円 

○億円 

（凡例） 

破綻時証拠金 
所要額 

：計算上所要額 ○億円 

3/31 
破綻発生から起
算して31日 

 

10億円 
 

15億円 
 

15億円 
 

25億円 

60億円 

上限設定期間中における破綻時証拠金の預託について 

75億円 

5億円
預託 

増加 

増加 

：破綻時証拠金所要額 

10億円
預託 

70億円 70億円 増加 

75億円 75億円 

70億円 

85億円 85億円 

別紙１１ 

10億円
預託 

◆破綻時証拠金の預

託額は、自社の破綻

にのみ、使用される。 



清算資格喪失の効力発生時点 
１．清算参加者の破綻がない場合 
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資格喪失の申請 

【ケース１】 

【ケース２】 

決済完了 資格喪失 

申請から30日 

資格喪失の申請 決済完了 資格喪失 

申請から30日 

２．清算参加者の破綻がある場合 
   （上限設定期間中に喪失申請した場合、又は喪失申請から30日経過した日とポジション解消のいずれか遅い時点までに破綻が発生した場合） 

清算参加者の破綻 

【ケース３】 

【ケース４】 

決済完了 資格喪失 

決済完了 資格喪失 清算参加者の破綻 

通常時における資格喪失の効力発生日 

・上限設定期間の終了と決済(オークション

の決済を含む)完了のいずれか遅い時点

で清算資格を喪失（注） 

・資格喪失までに発生した破綻に係る損失

について、負担義務あり。 

（注）清算参加者の破綻時においては、清算資格の喪失申請のタイミングは資格喪失の時点に関係しない。 

喪失申請から30日経過した日と決済完了の

いずれか遅い時点で清算資格を喪失。 

上限設定期間（破綻発生から30日経過するまでの期間） 

資格喪失の申請（注） 

資格喪失の申請（注） 

上限設定期間（破綻発生から30日経過するまでの期間） 



 破綻処理に係る標準的なスケジュール例 

破綻認定 

 破綻認定日の翌営業日に第一段階オークションを実施。 

 第一段階オークションが不成立の場合、第一段階オークション実施の翌営業日に第二段階オークションを実施。 

 第二段階オークションが不成立の場合、第二段階オークション翌営業日までに協議を実施。 

 協議において合意が成立しなかった場合は、ティア・アップが実施される。 

（破綻管理委員会） 
第一段階オークション対象

のバスケット構築 

バスケット概要提示・
入札希望受付 

第一段階 
オークションの実施 

第一段階 
オークション 
決済 

第二段階オークション
実施 

第二段階 
オークション 
決済 

ティア・アップ 

第二段階オークション
入札概要提示 

D日 
（破綻日） 

D+1日 D+2日 D+3日 D+4日 

財源超過等により入札
不成立のバスケット 

成立したバスケット 

①成立の場合 

第一段階オークション
における未決済銘柄を
含む。 

協議 

合意に達しない場合 

②不成立の場合 
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